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1.相談業務
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100％

相談内容区分(改定 2008 年 8 月)
事故クレーム関連相談

製品の欠陥や誤使用などによって人的･物的な拡大被害が発生したもの

品質クレーム関連相談

拡大被害を伴わない、製品そのものの品質や性能に関する苦情
事故の報告や品質の苦情に関する意見･要望など、当センターからコメントを

クレーム関連意見･報告等

出さないもの

一般相談等

一般的な相談･問合せ等

意見･報告等

一般的な意見・報告･情報の提供を受けたもの
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１．２ 受付相談事例および内容の紹介
※「臭い」と「ニオイ」の区別について
不快または好ましくない場合を「臭い」とし、柔軟剤・芳香剤・化粧品・香水等のように意図的
に付加した場合を「ニオイ」と表記することにしています。
「ニオイ」としたのは、意図的に付加
した場合でも、不快と感じる方がいるため、中立的なイメージとして表現しました。ただし、不快
臭を付加した場合（ガス臭等）は「臭い」とすることにしています。

品質クレーム関連相談
◆

＜タブレット端末の液晶の液漏れ＞ ２年１０ヶ月使用した韓国製モバイル端末の液晶ディス
プレイが壊れて液が外に漏れている。日本にある相談窓口に、漏れた液の安全性について問い
合わせたところ、安全性についてはわからないとの回答で、修理はできるが修理費用がかなり
高くなるため買い替えることを勧められた。買い替えは検討しているが、液晶の安全性につい
ても知っておきたい。化学製品ＰＬ相談センターは家電ＰＬセンターから紹介された。<消費
者>
⇒個別の製品の安全性については製造メーカーが対応すべきであり、当センターは情報を持ち
合わせておりません。一般社団法人日本電子情報技術協会の「液晶材料の生体に対する影響」
https://home.jeita.or.jp/device/ddesc/lcd/effect.htmによると、液晶ディスプレイに使
用されている液晶材料は、通常１０～２０種の有機化合物を混合させているもので、液晶材
料メーカーにおいて、安全性が確認されたものだけが市場に出されているとあります。

◆

＜柔軟剤がドロドロになった＞ １年７か月前に本品ボトル３本分の大容量詰め替え柔軟剤２
袋をインターネットで購入した。１袋目を使用している途中から、液が洗濯機の投入口で流れ
ないほどにドロドロなってしまった。製造メーカーに連絡し、代替品として詰め替え品ではな
く本品ボトル３本を受け取った。その際、ドロドロになった液の残る詰め替え品は不要とのこ
とで返送はしていない。今回２袋目の詰め替え品を使用している途中でも同様な状態になって
しまった。再度、製造メーカーに連絡したところ、２回目の申し出なので代替品は本品ボトル
１本だけになるとの回答であった。製品の不具合であるのに納得いかない旨を伝えたところ、
「不具合ではなく、製品の特性である。製品の表示にも長期保管により固まりやすいことは記
載している」と言われた。また、製造メーカーによると、
“長期”とは購入してから１年とのこ
とであったが、製品に使用期限についての表示はない。また製造年月もわからないので購入時
に新しいものかどうかを確認することもできず納得できない。このような対応は問題ではない
か。そちらから製造メーカーを指導してもらえないか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活
センターから紹介された。<消費者>
⇒当センターは民間の機関であり、個別の事業者を指導できる立場にありません。製造メーカ
ーや販売店のウェブページに、長期保管等によりドロドロになることがあるとの情報があり
ましたので、一般的な柔軟剤の性質として、このような現象はあり得るようです。ただし、ト
ラブルがあった場合に、個々の企業がどのような対応をしているかまではわかりかねます。
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疑問に思われていることを意見として製造メーカーに伝えられてはいかがでしょうか。当セ
ンターとしては、頂いた情報を情報源が特定されない形で公表し、また関連する業界にも正
しく伝えることで、情報の共有化を図ってまいります。

事故クレーム関連相談
◆

＜自動車用芳香剤で車内の塗装が溶けた＞ 「１００円ショップで購入した車用の吊り下げタ
イプ芳香剤を、エアコン吹き出し口のレバーに、製品に付属の紐をかけて吊り下げて使用して
いたところ、芳香剤本体（紙製）や紐が接触したタッチパネルの黒やシルバーの塗装が溶けて
変色した。販売店に申し出て、被害状況の写真と使用した製品も送付した。後日、販売店を通
して、製造メーカーからの回答があった。内容は、「製品が塗装面に接触したことが原因であ
り、製品の注意表示にモノに接触しないようにとの注意表示があるため、メーカーとしては対
応できない」とのことであった。製品本体の接触については、自身が注意表示を読まなかった
ことで納得できたが、紐はモノに接触せずには使用することはできないため、損害賠償を請求
したい」との相談を受けている。化学製品ＰＬ相談センターに同様の相談はあるか。<消費生活
Ｃ>
⇒当センターの過去事例を調べたところ、同様の相談が２件ありました。いずれも、車内で吊
り下げて使用した際に芳香剤が接触したことによるもので、ダッシュボードの表面が損傷や
オーディオパネルのディスプレイが白っぽくなるといったものでした。ただし、吊り下げた
紐の部分の変色の申し出はありませんでした。ＰＬ法における欠陥は「当該製造物の特性、
その通常予見される使用形態、その製造者などが当該製造物を引き渡した時期、その他の当
該製造物にかかわる事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」
とされており、ここでいう通常予見される使用形態の中には、合理的に予見し得る誤使用も
含まれるとされています。製造メーカーが提示した使用法から逸脱していたとしても、通常
予見される使用形態で事故が起きたと判断される場合、事業者の製造物責任が問われます。
事故を回避するには、事業者は適正に指示・警告を伝えることが必要です。今回の事故につ
いては、吊り下げて、本体が動いて接触することは通常予見される使用形態である可能性が
あり、注意表示が適正であるかという点が問題です。また、相談者の申し出の通り、紐はモノ
に非接触では使用できません。問題を整理して、貴センター（消費生活センター）が入って交
渉されてみてはいかがでしょうか。

◆

＜しろあり防除剤で体調不良＞ 「１年４か月前に業者によるしろあり防除処理を行った。そ
の後、しろあり防除剤の臭いが残り、喉などに違和感を感じるようになった。半年前に医療機
関に受診したが、原因が特定できないとのことで因果関係は明らかにはなっていない。薬剤メ
ーカーに申し出たが納得できる対応は得られず、薬剤が土壌に残っていることを調べて証明し
たい」との相談を受けている。化学製品ＰＬ相談センターから土壌分析できる機関を紹介して
もらえるか。<消費生活Ｃ>
⇒当センターから特定の検査機関をご案内することはできません。しろあり駆除に関連したト
ラブル全般については、公益社団法人日本しろあり対策協会が地域ごとに相談窓口を開設し
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ていますので、そちらに相談されてはいかがでしょうか。
◆

＜近隣住人が使用する殺虫剤・忌避剤で体調不良＞ 近隣住人が使用している殺虫剤､猫などの
忌避剤や防虫剤などで体調が悪くなる。ただし、医療機関に受診しているわけではない。２０
年前からこの問題で困っており、どこに相談しても解決策がない。どうしたらよいだろうか。
<消費者>
⇒近隣トラブルについては、自治体に相談窓口がありますのでそちらに相談されることをお勧
めします。その際に、医療機関に受診して診断書を貰うなどして、近隣住民が使用した製品
で被害をを被ったことを証明しておくとよいでしょう。

◆

＜隣人が使用する化学製品で体調不良＞ マンションの隣人の喫煙により医師から受動喫煙症
と診断されている。タバコだけではなく、柔軟剤やベランダで使用されている消臭スプレーの
化学物質が自宅に流れ込み、喉がヒリヒリしたり、頭痛などで体調が悪くなる。インターネッ
ト等に柔軟剤などに使われている香料の有害性情報もある。このような有害な製品の販売をや
めさせてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは国民生活センターから紹介された。<消費者>
⇒当センターは業界を指導する立場にはありません。いただいたご意見はアクティビティノー
ト、および年度報告書等で公開し、関連する団体とも情報の共有を図ってまいります。

◆

＜洗濯石鹸の蛍光増白剤が手に付着して取れない＞ ２か月前に靴下の汚れを取るために蛍光
増白剤含有の固形の洗濯石鹸を使用。翌日、手の甲側の指の第一関節当たりが白くなっている
ことに気がついた。総合病院の皮膚科に受診し、ブラックライト（紫外線を放射する電灯で、
そのものの光は見えないが蛍光物質に当てると発光する）を当てたところ、蛍光増白剤の付着
によるものと思われる発光が確認された。患部は日光に当てると肉眼でも浮き上がって見える
状況で、２か月経っても変わらない。ただし、医師からは炎症等はないので薬は処方されてお
らず、診断書にも「ブラックライトを当てると蛍光を発する」との記載があるだけである。製
造メーカーに申し出たが、対処方法について満足のいく回答は貰えなかった。製品の成分が付
着したことによるトラブルなのに落とし方がわからないとは問題ではないか。化学製品ＰＬ相
談センターは消費者庁から紹介された。<消費者>
⇒製品の成分については製造メーカーが答えるべき事柄です。過去に寄せられた相談に同様な
ものはなく、当センターとしても蛍光増白剤の落とし方についての知見は持ち合わせており
ません。蛍光増白剤は染料の一種ですので、皮膚への染着はあり得ますが、日常生活の中で
徐々に取れていくものと認識が一般的かと存じます。２か月間状況が変わらないとのことで
すが、再度ブラックライトで検査して蛍光増白剤の有無を確認してみては如何でしょうか。
もし蛍光が検出されないならば、別の原因を疑ってみる必要があると思われます。

◆

＜家具の臭いで体調不良＞ １年３か月前にインターネットで購入した中国製の木製キャビネ
ットの臭いがきつく、臭いを嗅ぐと息が苦しくなるなど体調が悪くなる。ホルムアルデヒドを
チェックできる試験紙でキャビネットの中を調べたところ４段階の一番高濃度（１０ｐｐｍ相
当）であった。販売店の返品対応窓口に連絡したところ、返品は購入後１年までであり、１年
以上経過したものは対応できないと断られた。この状態で使用を継続して体に影響はないか。
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なお、５年前に自宅を新築した時から咳が出る症状を発症してアレルギー科を受診しており、
体調不良の原因はこの家具だけではない。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知っ
た。<消費者>
⇒ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因物質として知られている刺激臭のある無色の
気体です。目や皮膚に対する刺激性があり、吸入すると濃度によってはアレルギー、喘息ま
たは呼吸困難を起こすことがあり、高濃度で曝露（身体に取り込まれる）する状態が継続す
ることは好ましくありません。厚生労働省はホルムアルデヒドの室内空気濃度の指針値（現
時点で入手可能な毒性に係る化学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂
取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したもの）を
０．０８ｐｐｍと設定しています。検査をされたのがキャビネットの中ですので、室内濃度は
薄まっているものと考えられますが、状況によっては身体に何らかの影響が及ぶ可能性は否
定できません。新しい家具は使われている木質材料、接着剤、塗料などの素材に起因する臭い
がすることがあり、また、臭いが消えるまでの期間は家具が置かれている環境や使用されて
いる素材によって異なります。返品が好ましいと思いますが、返品できないのであれば、臭い
がする間は食器棚の扉を開放して換気をされることをお勧めします。
◆

＜木製の椅子で体調不良＞ ４カ月前に和室で使用するための木製（合板）の椅子を購入。その
後、和室に近づくと目や喉にピリピリとした刺激を感じ、上唇に熱を感じる。製造メーカーに
連絡したところ、乾燥が十分ではない可能性がある。室内を高温状態にし、換気を繰り返して
椅子をよく乾かすようにとのアドバイスを受けた。そこで、浴室に椅子を持ち込み、浴室乾燥
機をかけ、換気を２度繰り返した。若干軽減したように思えるが、明らかな変化はない。市役
所に相談して、担当者に訪問してもらってホルムアルデヒドの濃度を測定してもらったところ
０．２５ｐｐｍであった。過去にドイツ製のカーペットで同様の症状を発症したことがあり、
大学病院に受診してアレルギーの疑いを指摘され、製品を返品したことで回復したことがある。
製造メーカーとのやり取りでは、まだ返品の話は出ていないが、このまま使い続けても大丈夫
だろうか。化学製品ＰＬ相談センターは市役所から紹介された。<消費者>
⇒厚生労働省は、室内空気汚染の原因となる恐れのある化学物質として、ホルムアルデヒドを
はじめとする１３物質について、現時点で入手可能な毒性に関わる科学的知見から、ヒトが
その濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと
判断される室内濃度指針値を定めています。ホルムアルデヒドの指針値の濃度は０．０８ｐ
ｐｍです。指針値を超えたとしても必ずしも健康への有害な影響を生ずるわけではありませ
んが、実際に身体の不調が繰り返し起きているようですので、濃度が高い状況で過ごされる
ことはお薦めできません。製造メーカーに濃度測定結果を伝え、返品について相談してみて
はいかがでしょうか。

◆

＜引っ越し後の住まいで体調不良＞ ３日前に賃貸マンションに引っ越したところ、滞在２時
間で頭痛や頭がクラクラして居られなくなり、ホテルに泊まっている。マンションを離れれば
大丈夫。大家さんに確認したところ、入居前にフローリングと壁をリフォームしたとのことで
あった。また、浴室とトイレはカビのような臭いがする。シックハウス症候群を疑い市役所に
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相談したところ、リフォームが原因の可能性があるので換気をするようにとのアドバイスであ
った。他に方法はないか。<消費者>
⇒引っ越して直後に居られないほどの状況では、住みながらの対策は難しいように思います。
医療機関に受診して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。そのうえで、大家さ
んに詳しい状況を話して、住居の改善や賃貸契約の扱い等について相談してみては如何でし
ょうか。また、ご懸念のシックハウス症候群については、厚生労働省がウエブ上に『健康な日
常生活を送るために（シックハウス症候群の予防と対策）』
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei/dl/sick_house.pdf）という情報
を公開していますので参考になさってください。
◆

＜柔軟剤のニオイで体調不良＞ 賃貸の集合集宅に住んでいるが、２ヶ月ほど前に隣の隣に引
っ越してきた人が使っていると思われる柔軟剤のニオイが自宅に流れてきて気持ちが悪くな
る。強いニオイがするので、食事を取ることもできない。同じ階の班長さんを通して、苦情を
申し立て改善要求をしたが聞き入れてもらえない。どうしたらよいだろうか。化学製品ＰＬ相
談センターはインターネットで知った。<消費者>
⇒柔軟剤等のニオイによる体調不良を訴える相談は、当センターにも寄せられています。ニオ
イは人によって快・不快の個人差が大きく、柔軟剤使用者にとっては心地よいニオイでも、
周囲の人には不快に感じる方がいるのも事実です。当事者間の話し合いで使用者の理解を得
るのが難しく、中々解決に至らないケースも多いようです。集合住宅の管理組合等を通して
改善要求をしてみてはいかがでしょうか。その際に、柔軟剤使用者にも受け入れやすい具体
的な要求、例えば柔軟剤の使用量を少なくする、ニオイの弱い柔軟剤に変更する、等を提示
してみるとよいでしょう。

クレーム関連意見・報告等
◆

＜車内のニオイの取り方＞ ディーラーを通して車を車検に出した。その際にディーラーから
車検整備と同時にルームエステを提案され、内容の説明を受け承諾した。車検が完了し車を引
き取ったところ、耐えられないくらいの薬品のニオイがして乗車できない。ルームエステで何
を使用したかよくわからないが、エアコンにスプレーするなどしていた様子。ディーラーで臭
いを消すために車内、エアコンの洗浄をして貰い、少しはよくなったがまだ薬品臭がする。も
う一度洗浄をしてもらったほうがよいだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは他の相談先から
紹介された。
⇒使用された製品が不明で成分も確認できないため詳しいアドバイスはできません。ディーラ
ーに現状の臭いを確認してもらい対策を検討してもらうのがよいでしょう。車のような密閉
された狭い空間には臭いがこもりやすいものです。こまめな換気も心掛けられるとよいでし
ょう。

◆

＜木製の椅子が着色した原因について＞ ショッピングセンターのフードコートの木製の白い
椅子に座り、立ち上がった時に座面が青くなっていた。ウェットティシュで拭くと取れた。座
った時にはジーパンをはいていたが、ジーパンは２年着用しており洗濯も繰り返し、洗濯時に
化学製品 PL 相談センター
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色移りのトラブルも経験していない。他の椅子に座ってみたが同様の事象は起こらなかった。
ショッピングセンターに調べて欲しいと申し出て、防犯カメラを確認してもらったが死角にな
っており青くなった事象が確認できす、これ以上は調べられないとのこと。椅子が青くなった
のはどのような原因が考えられるか。化学製品ＰＬ相談センターは国民生活センターから紹介
された。<消費者>
⇒お伺いした話からは、原因はわかりかねます。起こった事象が確認できず、再現性もない状
況では調べることも難しいと思われます。

一般相談等
◆

＜窓ガラスに残るガムテープの粘着剤の落とし方＞ 「台風の時にガムテープで窓の補強をし
た。台風が去って、ガムテープを剥がしたところ、粘着剤が窓ガラスに残ってしまった。どう
したら取れるだろうか」という相談を受けている。何か良い方法はないでしょうか。<消費生活
Ｃ>
⇒一般的には、市販されているシール剥がし剤で取れると思います。用途にガムテープがある
かどうかを確認したうえで、目立たないところで試してからお使いになるとよいでしょう。

◆

＜除草剤の井戸水への影響＞ 「隣人が所有地の孟宗竹駆除のため、業者に頼んで除草剤の散
布をすると連絡してきた。自宅は井戸水を汲み上げて使用しており、井戸水に悪影響がないか
心配である。どうしたらよいだろう」との相談を受けている。使われる除草剤の製品名や成分
等は分からないとのことだが、一般的にどう考えたらよいだろうか。<消費生活Ｃ>
⇒個別の製品の特性については製造メーカーに直接お問い合わせになるとよいでしょう。一般
的には、除草剤などの農薬は土壌中の微生物により分解されますので土壌中に蓄積されるこ
とはありません。濃度や散布方法など適切に使用されるのであれば、過度に心配する必要は
ないと考えられます。

◆

＜台所洗剤の安全性について＞ ２カ月前に内層と外層と二層となっている保温性のあるステ
ンレスの水筒を購入し、７歳の孫が使用していた。１か月くらいして、味がおかしい、また、
腹痛や下痢も訴えるようになったため、毎日台所洗剤で念入りに洗っていた。その際、だんだ
んと水筒が重くなってきたように感じていた。５日前に洗い終わった後、空になった本体を振
ったところ、茶色い水が沢山出てきた。製造メーカーに申し出て製品を調べてもらったところ、
二層になったボトルの上部に割れが確認され、不良品であったとの報告があった。対応として
は交換品が届き、体調不良については受診を勧められ、腹痛は不良品が原因と考えられるので
病院に行くように勧められ、治療費は支払うと言われている。今は腹痛も下痢もなくなってい
る。腹痛などは細菌が繁殖したことによると考えているが、毎日、台所洗剤で洗っていたため、
台所洗剤の成分を毎日摂取したことによる安全性が心配である。化学製品ＰＬセンターは、消
費生活用品ＰＬセンターから紹介された。
⇒お話から、本来液体が入るはずのない、内層と外層の間に液体が入ったものと推察します。
ご心配の内容は、その液体の中に使用されていた台所洗剤が混入し、２か月間飲んでしまっ
たかもしれないとのことですが、洗剤の安全性に関しては、日本石鹸洗剤工業会がウエブサ
化学製品 PL 相談センター
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イトで、厚生労働省や科学技術庁をはじめ、地方自治体でも洗剤を長期にわたって摂取した
場合の毒性（慢性毒性）も含めた、さまざまな調査が行われ、「洗剤の安全性は十分に確認
されています」と情報発信をしています
（https://jsda.org/w/02_anzen/tekigousei03.html）
。

今は症状が消失していることから

も過度に心配される必要はないと思われますが、７歳のお子さんですので、症状が十分に伝
えられないこともあります。念のために医師に相談してみてはいかがでしょうか。
◆

＜殺虫剤の残留成分の除去方法について＞ 事務所の床に、ダニ用殺虫剤を製品に記載されて
いる使用量よりもかなり多量に使用した。殺虫剤の有効成分はフェノトリンである。使用後、
部屋に入ると皮膚がピリピリする感じがするようになり、床に残留する殺虫剤成分の影響では
ないかと懸念している。残留成分を除去するにはどうしたらよいだろうか。事務所は換気が悪
く、過去にも定期的に同種の殺虫剤の散布を行っている。化学製品ＰＬ相談センターは国民生
活センターから紹介された。<消費者>
⇒フェノトリンはピレスロイド系の殺虫成分です。ピレスロイド系殺虫成分は昆虫類に選択的
に作用し、人間などの哺乳類に対しては有害性が低いことが知られています。しかし、大量
に吸引した場合など、中毒症状を起こすことがあります。また皮膚についた場合ヒリヒリ感
（錯感覚）があらわれることがあります。フェノトリンは水に溶け難い性質があり、水拭き
だけでは取れにくいように思われます。床などに使用できる住居用洗剤で拭き取ってみては
いかがでしょうか。なお、当センターでは被洗浄面の材質や状況が分かりませんので、拭き
取る前に、目立たないところで試してから処理するようにしてください。今後は、使用前に
殺虫剤の注意表示をよく読んで、正しくお使いになるよう心掛けてください。

◆

＜アセテート繊維の安全性について＞ ブラウスの取り扱い表示に、
「大気汚染（石油ストーブ
や排気ガス）により変色することがある」とあり、安全性について不安になった。製造メーカ
ーに問い合わせたところ、アセテート繊維が混紡されているために表示しているとのことであ
ったが、具体的な説明がなく不安が払拭されていない。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活
センターから紹介された。<消費者>
⇒アセテートは合成繊維の中の半合成繊維に分類され、特性として、絹のような光沢があり、
弾力性があるなどの長所があますが、耐熱性が低く強度が弱いなどの短所もあります。ご相
談の変色については、一般にアセテートには分散染料が使用されており、この染料の中に
は、大気中の酸化窒素ガスが吸着・浸透するとその作用によって退色・変色するものがある
ことが知られています。繊維の品質上の問題であり、安全性は問題ありません。

◆

＜ポリエステル衣料をタンブラー乾燥した際の安全性＞ 洗濯した際に、タオルをふわふわに
仕上げようとしてタンブラー乾燥をしたところ、誤ってポリエステル製のジャンパーを一緒に
乾燥してしまった。このジャンパーにはタンブラー乾燥禁止の洗濯表示がある。小さな子ども
のものなので、有害物質が溶け出るようなことがないか心配である。大丈夫だろうか。<消費者
>
⇒ポリエステルは化学繊維の中では熱に強い方ですが、木綿や麻などの天然繊維に比べると熱
に弱く、タンブラー乾燥で縮んでしまうことがあります。このため、タンブラー乾燥禁止の
化学製品 PL 相談センター
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洗濯表示があったものと思われます。熱に弱いと言っても有害物質の溶出等はありませんの
でご心配には及びません。
◆

＜製造物責任法について＞ 自分は化学物質を国内の石油化学メーカーから仕入れ、製品化し
て販売する事業者である。仕入れた化学物質を製品化するために別の業者に小分け作業を依頼
している。小分け作業は自社の指示によるものであるが、このようなケースで小分け業者が製
造物責任を負うことになるか。化学製品ＰＬセンターはインターネットで知った。<事業者>
⇒製造物責任法における「製造業者等」には「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した
者」とあり、小分け作業が製造物責任法における加工とみなされる可能性があります。判断
はケースバイケースになると思われますので、法律の専門家にご相談ください。

◆

＜製造物責任について＞ 自社は商社であり、国内の化学物質の製造メーカーから国内の医薬
品製造メーカーに化学物質を取り次いでいる。製造や設計には関わっていない。輸入の場合は
輸入業者として製造物責任を負うことは知っているが、国内での取り次だけの場合はどうか。
化学製品ＰＬ相談センターは以前にも利用したことがある。<事業者>
⇒国内だけの取引で製造・設計に関わっていなければ、製造物責任法による責任は生じないと
考えられます。ただし、当センターは個別の企業･製品に関するコンサルタント業務は行な
っておりませんので、最終的な判断については、法律の専門家にご相談ください。

◆

＜柔軟剤の成分表示と香料の安全性について＞ 消費者教育に携わっている。柔軟剤や洗剤の
ニオイが問題になっているが、選び方などについて学生に伝えるために調べている。柔軟剤の
成分表示等について法規制はないのか。また、香料の安全性はどうなのか。<その他>
⇒洗剤などの家庭用の雑貨品の場合、家庭用品品質表示法の規定がありますが柔軟剤は対象品
目ではなく当該法の適用はありません。そのため、業界団体である石鹸洗剤工業会は「衣料
用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準」を策定し自主規制を行っています。一方、家庭用製品
などに使われている香料は国際香粧品香料協会（ＩＦＲＡ）が国際的な自主基準をつくり、
各国の香料工業会等を通じて自主規制をしています。この自主基準はＩＦＲＡスタンダード
と呼ばれ、消費者や環境に対する安全性を専門科が評価し、使用可能な香料の種類、量や純
度などを定めたものです（http://www.jffma-jp.org/fragrance/safety/ifra-rifm.html）。

◆

＜次亜塩素酸水の安全性と効果について＞ 保育園で次亜塩素酸水を主成分とした製品を使用
している。製造メーカーからは、サルモネラ菌、インフルエンザウイルスなどの各種の菌やウ
イルスに効果あるとの説明を受けている。キッチン用品からおむつの交換時、また、加湿器に
入れて使用など使用範囲も広いが本当に効果があるのか。また、保育園で使用していることも
あり人体への影響も心配であるがどうか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから
紹介された。<その他>
⇒個別の製品の安全性や性能は、製造メーカーが責任を持って答えるべき問題であり、当セン
ターでは個別の製品についての詳細情報は持ち合わせておりません。一般に次亜塩素酸水の
有効成分である次亜塩素酸は有機物に触れると 直ぐに分解するため毒性は低く、眼や皮膚
への刺激性も問題ないと言われています。各種菌やウイルスの効果については、厚生労働省
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の「次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料」
（www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0819-8k.pdf）の中で、次亜塩素酸ナトリウムより
も高い殺菌活性を示すが、汚れ（タンパク質や油分などの有機物）が存在すると容易に分解
し活性が低下するとされており、使用時に注意を要します。また、加湿器で使用する際に
は、お使いになる加湿器が次亜塩素酸水を使用可能かどうかを確認し、加湿器と次亜塩素酸
水双方の使用上の注意を守って使う必要があります。感染症が発生する背景には、①病原体
を排出する「感染源」
、②病原体が人などに伝播する「感染経路」、③病源体に対して「感受
性」がある宿主の三つの要素があると言われてり、感染症予防にはそれぞれに適切な対策を
取ることが必要です。次亜塩素酸水だけでなく、目的に応じて他の感染症対策も併用すると
よいでしょう。厚生労働省が「保育所における感染症対策ガイドライン」をウェブで公開し
ています（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf）。参考になさってください。

化学製品 PL 相談センター
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キッチンのレンジ回りや換気扇などの汚れは、汚れの素である
油やホコリ、タンパク質等が混ざり合って固まったり、熱や光、空
気中の酸素等によって化学変化を起こしたりしているため、大変
落ちにくいものです。このような頑固な汚れを落とすには、固まっ
てしまった汚れの奥まで染み込んで柔らかくし、溶けやすくする、
アルカリ性の洗剤が効果的です。
家庭内でも、換気扇用クリーナー、レンジ用クリーナー、また用
途に応じて薄めて使う万能クリーナーなど、さまざまなアルカリ
性洗剤が使われています。
アルカリ液は、皮膚に接触すると皮膚の中のタンパク質を侵し、
浸透しながら徐々に深部組織まで達して、やけどのような炎症を
引き起こします。酸や高温物と違って皮膚に触れた瞬間に感じる刺激が弱いため、気付かずに処置
が遅れると、思わぬ重症につながることもあります。長時間放置したり、皮膚の異常に気付いてから
もそのうち治るだろうと軽視したりすると、その間にも深部への浸透が進み。取り返しのつかない
結果となってしまうことがあります。
アルカリ性洗剤が皮膚についたときは、すぐに大量の水で洗い流し、少しでも異常が残る場合は
迷わず皮膚科の診察を受けてください。また液が付着した衣類や履物を着用し続けると間接的に肌
に接触する恐れがありますので、すぐに着替えて、脱いだ衣類等は洗濯してください。眼に入ったと
きは、こすらずに直ちに十分な流水で 15 分以上洗眼し、早めに眼科を受診してください。手当てが
遅れると失明する恐れもあります。また子供などが誤って飲んでしまったときは、なめた程度なら
うがいをしてコップ 1 杯くらいの水か牛乳を飲ませて様子を見ますが、大量に、または原液を飲ん
だ場合は、吐かせるとかえって危険ですので、コップ 1 ～ 2 杯の水か牛乳を飲ませて応急処置をし
た後、至急、医師の診察を受けてください。なお受診する際には、より適切な処置を迅速に受けられ
るよう、製品を持参するとよいでしょう。
住居用洗剤にはトイレ、キッチン、ガラス窓など、場所や用途に応じてさまざまな洗剤があります
が、使用にあたっては、それぞれの製品表示に従って、保護用のメガネ･炊事用手袋･マスク等を準備
して、誤って眼に入ったり、皮膚に付いたり、ミストを吸い込んだりしないように注意しましょう。
また、洗剤の種類によっては混用すると有毒ガスを発生する恐れがありますので、詰め替えには専
用の容器を使い、複数の洗剤を同時に使用するときは特に使用上の注意をよく読みましょう。保管
する際にも、キャップをしっかり締め、子どもの手の届かない場所に置きましょう。
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台所用・洗濯用・住居用の洗剤には、家庭用品品質表示法にもとづき、
「液性」という欄に「酸性」
「アルカリ性」
「中性」などと表示されてい
ますが、いったいどこがどう違うのでしょうか。
そもそも物質は、原子、または複数の原子が結びついた分子でできて
います。そして原子は、
「プラス（＋）
」の電気をもつ原子核と、
「マイ
ナス（－）
」の電気をもつ電子によって構成されています。通常は原子
の中のプラスとマイナスはつりあっているのですが、他の原子や分子
との関係によって、電子を与えたがるときと、電子をもらいたがるとき
があります。たがいの希望が一致すると電子のやり取りが行われ、電子
を与えた方はプラスの、電子をもらった方はマイナスの電気を帯びま
す。このような状態になったものを特にイオンと呼びます。
さて、水の分子は水素原子（H）２個と酸素原子（O）１ 個からできています。そのうちのいくつ
かは、水素原子（H）のうちのひとつが、残りの水素原子と酸素原子からなる（OH）に電子を与え
て、水素イオン（H＋）と水酸化物イオン（ＯＨ－）に分かれていることがあります。真水のときには
水素イオンと水酸化物イオンが同じ数だけ存在しますが、そこに別の物質が加えられると、その物
質との間で新たに電子のやり取りが行われ、水素イオンと水酸化物イオンの数が変化することがあ
ります。このとき、水素イオンの数が増えると水酸化物イオンの数はそれに応じて減り、水素イオン
の数が減ると水酸化物イオンの数がそれに応じて増えるという、反比例の関係になっています。そ
して水素イオンの方がより多いときを「酸性」、水酸化物イオンの方がより多いときを「アルカリ性」
、
どちらも等しいときを「中性」といいます。
酸性とアルカリ性の度合いは、水素イオンの濃度を指数化した「pH」によって表されます。一般
に酸性の物質は有機物（炭素を中心に構成された化合物）に比べ無機物（有機物以外の化合物）を溶
かしやすい性質が、またアルカリ性の物質は無機物に比べ有機物を溶かしやすい性質があります。
この性質を利用して、アンモニアやカルシウムなどの無機物による汚れには酸性の洗剤、そして油
や皮脂などの有機物による汚れにはアルカリ性の洗剤というように、それぞれの用途に合わせた洗
剤がつくられています。なお強い酸性やアルカリ性を示すものは、皮膚についたり目に入ったりし
たときの影響も大きく、また洗剤の種類によっては混用すると有毒ガスを発生する恐れもあります
ので、使用する際は製品表示をよく読んで正しくお使いください。
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本レポートに掲載した内容の無断転載を固く禁じます。
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